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学校教育だより 
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受賞者代表の言葉（概要） 第四中学校長若崎光美 

私達は昭和 50 年代前半から半ばにかけて採用されまし

た。学級経営や教科経営に追われていましたが、先輩の

指導を支えに仲間と頑張っていたことが思い出されます。30

数年を振り返ってみると、私達を育て支えてくれたのは多くの

子どもたちとの出会いであり、保護者であり、地域の方々で

あり、そして職場の同僚であることを改めて実感いたします。 

多くの方々の温かい支えに深く感謝するとともに、これか

らの年月を、21 世紀にたくましく生きることのできる子ども達

や、教職に情熱を燃やす後輩の育成のために力を尽くすこ

とが、育てていただいた方々への恩返しだと強く思っていると

ころです。 

 

 

 

昨年は、本市を会場として 37 年ぶりの国体である「ゆ

め半島千葉国体」等全国的行事が盛大に開催された。

「生き生きと未来をひらく豊かな人間性を育む習志野 

の人づくり」を目指し、文武両道それぞれの分野で大

きな成果を収め、「音楽のまち」「スポーツのまち」の

名に相応しい 1年間であった。   

今年も卯年にあやかり、習志野の教育が一層飛躍し輝

かしい 1年になることを願っている。 

◆不断の研鑚で子どもの夢を育む新教育課程の創造を 

さて、いよいよ 4 月に新しい小学校学習指導要領全面

実施を迎える。学校や地域の特色を生かし子どもたちの

「生きる力」を育むという新学習指導要領の趣旨を実現

することが各学校の責務となる。 

しかし、いくら組織や計画が整っても教師個々の指導

力が向上しないと子どもは育たないというのが現実で

ある。厳しい匠の世界では「職人の技は教えるものでは

なく盗むもの」と突き放されるが、教師の世界では、ひ

と昔前のように「先輩の授業を盗め」と聞かれなくなっ

てしまった。後輩は先輩の授業から積極的に学び、先輩

は後輩の「あこがれ」の存在となって欲しいものだ。 

◆学校教育の根幹を成す一斉指導の力 

「教育は人なり」と言われるが如く教師には豊かな人

間性が望まれるが、個性と格差は全く以て異なるもので 

 

あり、指導力格差は一斉授業

で顕著となる。一斉授業と

は、子どもの実態に応じて理

解の徹底を図ると同時に、多

様な個と集団の学びを通し

て学力形成と人間形成とを

一体的に展開する我が国の伝統的教育文化である。この

伝承により国の教育水準が維持されてきた。即ち若年層

に如何に指導技術を継承するかが喫緊課題なのである。 

充実した一斉指導には先ず教材研究に立脚した発問、

板書、ノート指導など周到な準備・計画が不可欠である。

今年度市立全学校園に配備した 50 ｲﾝﾁ大型デジタルテ

レビ 298 台等 ICT 機器も一斉指導の教育効果を格段と

昂じる利器だ。これらを基礎としたわかりやすく創意あ

る授業に努め、子どもの学力を最大限に高めて欲しい。

一斉指導を疎かにしての学校教育など成立しないのだ。 

◆人は組織をつくり組織は人を育てる 

大量採用に伴う年齢層二極化で難しい時期に入った

と言われて久しい。しかし、こういう時こそが、自らの

使命を再認識し高め合う絶好のチャンスである。情熱溢

れる組織は1足す1を3にも4にも可能ならしめるのだ。

新教育課程が開始する本年、まさに公教育一人一人の教

職員そして組織の在り方が問われている。

長年に亘る功績に心より敬意を表します。 

 葛南教育事務所管内永年勤続者感謝状贈呈式が行わ

れました。来賓として青木克己教育委員長、澤村洋子教

育委員をはじめ多数の方にご参列いただき、葛南教育事

務所長より一人一人に感謝状を授与しました。 

20 人の受賞者の皆さん、本当におめでとうございま

した。これからも子どもたちのため、そして後輩を育て

るため、御尽力お願いします。              

✿受賞者の皆さん✿（敬称略） 

 

 

津 田 沼 小 石井 幸惠 教諭 秋 津 小 須澤 裕二 教諭 

大 久 保 小 片桐 正広 校長 秋 津 小 金子千惠子 教諭 

大 久 保 小 町田理恵子 教諭 谷津南小 塚本千代子 校長 

大 久 保 小 内海 妙子事務長 谷津南小 金山 雅子 教諭 

実 籾 小 和田 玲子 教諭 第 一 中 西田 一雄 教諭 

大久保東小 関口 寛子 教諭 第 一 中 関根 典明 教諭 

大久保東小 首藤奈保子 教諭 第 四 中 若崎 光美 校長  

屋 敷 小 柴田美惠子 教諭 第 四 中 小松﨑修男 教頭 

実 花 小 瀬川 弘智 校長 第 六 中 宮内里津子 教諭 

秋 津 小 町田 利章 教諭 第 七 中 新井 嘉晴 教頭 

    

    

植松榮人教育長  「新年に寄せて」 

11月 15日、30年永年勤続者感謝状贈呈式挙行。おめでとうございます！ 

一人一人への感謝状贈呈        来賓祝辞 

 

植松榮人教育長 
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表彰/音楽行事 

 

  【出演団体】 

藤崎幼稚園 藤崎保育所  

藤崎小学校 鷺沼小学校 

津田沼小学校  

第五中学校 

ならしのコールマリン 

 
 

✿文化の日 

千葉県功労者表彰 

松濱幸子さん受賞！ 
松濱さんは中学校のＰＴＡ

活動に積極的に参加する中

で、第一中学校より推薦を受

けて、長きにわたり補導委員

を務められました。平成３年

からは習志野市青少年補導委

員連絡協議会の副会長、平成 

９年からは会長として習志野市の補導委員の中心とな 

り、青少年の非行防止と健全育成に貢献しました。 

これらの功績が認められ、この度、森田健作知事より、

千葉県功労者賞が授与されました。 

 

 

✿体育指導委員功労者 

文部科学大臣表彰 
鈴木喜代秋さん受賞！ 
 鈴木さんは市体育指導委員

として、32年の長きに亘り、

市の生涯スポーツ振興に尽力

し、平成 5 年からは市体育指

導委員連絡協議会会長として 

体育指導委員の育成にも貢献 

されております。このような多大な功績が認められ、こ

の度、文部科学大臣表彰が授与されました。 

なお、鈴木さんは、市少年野球連盟会長として子ども

たちの健全育成や市社会教育委員長として、広く社会教

育にもご活躍されています。 

 
                         

11月 27日 12時 50分より第 12回森の音楽会（菊田 

公民館地区学習圏会議、森の音楽会実行委員会主催） 
が盛大に行われました。昨年は新型インフルエンザの
ため中止した影響もあってか、今年は時間前から入場
待ちの列ができるほど、地域の方々はこのイベントを
楽しみにしていたようです。市長からは「第 1 回森の
音楽会に出場しフルートの独奏をした、習志野高校卒
業生の竹山愛さんが、今年は全日本の大会で優勝し
た。」という話も披露され、演奏会を盛り上げました。 
藤崎保育所の「クシコスポスト」のかわいい演奏に

始まり、ならしのコールマリンの澄みわたる歌声、最
後は第五中吹奏楽部のレベルの高い演奏まで、終始満 

 
    

 

 来たる 23 年 1 月 28 日～29 日習志野中に音楽が響き

渡る下記のイベントがあります。 

◆1月 28日（金）幼小中学校音楽教育研究大会 

会場…市内幼小中学校（11会場） 

◆1 月 29 日（土）全日本合唱教育研究会全国大会及び 

           ならしの学校音楽祭’11 

会場…習志野文化ホール 

これらの研究会に関しましては授業展開を行いま

す。昨年度のプレ大会を含め、3 年にわたり音楽科の教

員を中心とした実行委員・協力委員が準備を進めて参

りました。いよいよ開催が近づき、各学校とも活動の

仕上げをしているところです。 

また、今年で 9 回目を迎える「ならしの学校音楽祭」

も開催します。東関東マーチングコンテストで金賞を

受賞し、全国大会トリプル出場を果たした大久保小学

校・第二中学校・習志野高等学校のトリプル演奏をは

じめ、谷津小学校・第四中学校など全国大会や県大会

で上位の成績を収めた９校が一堂に会します。また習 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

員のお客さんを魅了しました。アンコールは第五中の

演奏による「きらっとサンバ」。藤崎幼稚園の園児た

ちが演奏に合わせてノリノリで踊るなど、会場が一体

となり、音楽の輪が地域に広がった一日になりました。 

    

 

 

 

志野高校吹奏楽部員が指導する「小中学校管楽器講座」

を受講している６年生の児童と習志野高校吹奏楽部の

生徒の合同演奏も行われます。音楽会の最後は全員に

よるグランドフィナーレ「合唱奏」で、この音楽会を

締めくくります。合唱教育研究大会に参加した全国の

先生方に、ならしの学校音楽祭を見ていただき、「音

楽のまち習志野」を日本中に発信したいと願っていま

す。多くの先生方の参加をお待ちしています。 

              【出演団体】         

○習志野高校 ○第一中学校 ○第二中学校 

○第四中学校 ○第五中学校 ○大久保東小学校  

○谷津小学校 ○大久保小学校 ○東習志野小学校 

○小学校フェスティバルバンド他 

        合唱協力校多数 

≪ならしの学校音楽祭≫ 

入場 無料 

開場 午後１時 40分 

開演 午後２時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 15日、30年永年勤続者感謝 

♪音楽教育研究大会＆合唱教育研究会＆ならしの学校音楽祭‘11 

 

第五中学校の演奏に聴き入る来館者 

松濱さんと青セ田久保所長 

鈴木喜代秋さんと荒木市長 

 ♪♪歌声響く、森の音楽会♪♪ 

★千葉県功労者表彰★文部科学大臣表彰、おめでとうございます！ 

<お 知 ら せ> 
 昨年 12 月に植松榮人教育長が再任され第 2期目を迎えることとなりました。今年 1年

間、うさぎ年にあやかり、習志野市の教育が一層飛躍できるよう、教育委員会職員一同、

一丸となって全力で職務に励んで参る所存であります。従前にも増して市民の皆様のお

力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。         （学校教育課） 
 


